
交通事故防止市民 令和3年秋の 運動
期間 ９月 21 日（火）～ 30 日（木）
スローガン  上がる手を 守るやさしさ 京のみち
運動重点

・子どもと高齢者を始めとする歩行者の
安全の確保

・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等
の保護など安全運転意識の向上

・自転車の安全確保と交通ルール遵守の
徹底

・飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

右 京 区 役 所

☎ 861-1101（代表）　FAX 872-5048

〒616-8511　右京区太秦下刑部町12

情 報 掲 示 板

市政情報総合案内コールセンター
京都いつでもコール

京都いつでもコール 検索

☎６６１‐３
み な こ こ  
７５５  ＦＡＸ６６１‐５

ごようはここ
８５５

＊番号のお間違いがないようご注意ください
Eメール（ホームページから）

午前８時～午後９時
（年中無休）

日時 10 月 5 日（火）13 時 30 分～ 16 時
場所 サンサ右京 1 階相談室
問合せ総務省 京都行政監視行政相談センター　

☎ 802-1100

日時 10 月 12 日（火）13 時 30 分～ 16 時
場所 サンサ右京 1 階会議室 A
問合せ京都府行政書士会　☎ 692-2500

先着順、事前予約制（京都いつでもコール）
日時 10 月 7 日（木）
　　 13 時 30 分～ 15 時 50 分（１組 40 分）
場所 サンサ右京 1 階相談室
定員 先着 3 組（事前予約制・1 組 2 名まで）
対象 市内に空き家を所有する方、相続する可能

性のある方
申込み 9 月 15 日（水）～ 10 月 3 日（日）に　　「京
都いつでもコール」まで（氏名・電話番号・日時・
会場・相談物件所在地・相談概要をお伝えください）。
問合せまち再生・創造推進室　☎ 222-3503

文　化
右京中央図書館　特集コーナー

９月「読んでみよう！原作本」「京の味覚を楽しむ」
「おじいちゃんおばあちゃんだいすき」

１０月「大切な人へ想いを届けよう」
「京の味覚を楽しむ」「ごちそう」

問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

移動図書館こじか号
日時・場所

９月25日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

10月４日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

10月６日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
10月７日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

10月８日（金）
10:10～10:40      宕陰小・中学校
10:50～11:20 愛宕ゆうこうの郷

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

行政相談委員による行政相談 予約不要

行政書士による相談会 予約不要

空き家相談員による不動産相談

　世帯の国保被保険者全員が 65 歳以上である
など、一定の条件に当てはまる方が対象です。
対象の方には、7 月に通知をお送りしています。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

　お子さんの歯と口の健康について、心配なこ
とがある方はお気軽にご相談ください。
日時 10 月 12 日（火）、12 月 14 日（火）

いずれも当日 9 時～ 10 時受付
内容 歯科医師と歯科衛生士によ

る歯科健診や歯科保健指導
対象 区内在住の小学校就学まで

のお子さん
定員 10 名＜先着順＞
場所 サンサ右京２階【受付：53 番窓口】
持ち物母子健康手帳
申込み前日までに電話、または 53 番窓口
問合せ子どもはぐくみ室 子育て相談担当　☎ 861-2179

　歯科医師と歯科衛生士による
歯科健診や歯科相談を行います。
日時 9 月 28 日（火）

10 月 26 日（火）
いずれも当日 9 時～ 10 時 30 分受付

対象 市内在住の妊産婦および 18 歳以上の方
場所 サンサ右京２階　【受付：55 番窓口】
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

献血にご協力ください
日時・場所

 ９月26日（日）
10:30～12:15

イオンモール京都五条
13:30～16:30

10月13日（水）
10:00～12:00 仁和寺
14:00～16:00 梅津小学校

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

相談（無料）
　各種相談は、急遽中止となることもあります
ので、事前にお問い合わせください。

日時 毎週水曜日（閉庁日を除く）
　　13 時 15 分～ 15 時 15 分
場所 サンサ右京 1 階相談室　　定員 12 組
予約 希望する週の月曜日（閉庁日の場合は火曜

日）から電話または来庁（９時～ 17 時）
問合せ地域力推進室 まちづくり推進担当

☎ 861-1264

保健福祉
10月から、国民健康保険料の年金から
の引き落としによる納付が始まります

乳幼児歯科相談 無料・要申込み

成人・妊婦歯科相談
（口腔機能相談） 無料・予約不要

弁護士による市民法律相談 先着順
事前予約制

移動式拠点回収！「ごみは資源、可能
な限りリサイクル」
　学校や公園など、市民の皆さんの身近な
場所へ出向き、資源物（18 品目）の回収
を実施しています。
　回収の日時や場所、品目などは、地域の
チラシでの回覧のほか、本市ホームページ
にも掲載しています。
・事業活動に伴って排出されたものは回収

できません。
・対象品目以外の資源物を持ち込まれた場

合など、お持ち帰りいただきますのでご
注意ください。
詳細は、まち美化事務所やエコまちス

テーションにあるチラシ、または
ホームページをご覧ください。
移動式拠点回収事業 検索

問合せ西部まち美化事務所　☎ 882-5787
　　　右京エコまちステーション　☎ 366-0190

まちステーション便り今月の

　「じぶんの町を良くするしくみ。」赤い羽
根共同募金運動が、10 月１日から全国一
斉にスタートします。
　集まった募金は、その地域の高齢者・児童・
障がい者福祉事業などに役立てられます。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。
問合せ地域力推進室 まちづくり推進担当　

☎861-1264

赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動

右京区制90周年記念　第12回右京
子育てサロン サンサにこにこ広場

無料、要申込み、多数抽選
　紙ねんど手形、児童館あそんでラリー、
手遊びとペープサートなど、親子で楽し
い時間を過ごしませんか。
日時 11 月９日（火）10 時～ 12 時
　　（11 時 30 分入場締切）
場所 サンサ右京４階　右京地域体育館
対象 ０～３歳の乳幼児とその保護者
定員 85 組
申込み ９月 30 日（木）までに、　　「京
都いつでもコール」まで、氏名、電話番号、
住所、同伴するお子様の氏名と年齢をお
伝えください。後日、申込多数の場合は
厳正なる抽選の上、当選者に参加証を郵
送します。
★授乳・おむつ交換場所あり。会場内での飲

食不可。公共交通機関をご利用ください。
主催 右京区民生児童委員会
共催 右京区役所
協力 右京ブロック児童館、右京区社会福

祉協議会、京都光華女子大学
問合せお住いの学区の民生児童委員または

右京区民生児童委員会事務局 
☎ 861-1404

新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、本紙に掲載のイベン
トは、今後、予告なく中止・変更
になる場合があります。

再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。 市　民　し　ん　ぶ　ん　右京区版　　 第309号　　令和 3 年9月15日　（4）

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ホープ ( ☎ 092-716-1401)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。




